新聞で報道された高知大学
日 付

記 事
地域の課題解決へ インドネシアと四国の計6大学生 実習成果を報
2016年11月30日
告

掲載された部局・関係者

新聞社名

高知大学

毎日

2016年11月29日 過去の大地震を参考に 高知 南海トラフ備えシンポ

防災推進センター

読売

2016年11月29日 高知大医学部が震災対応訓練 南国署と連携確認

医学部

高知

2016年11月29日 高知市 公共事業 時給下限761円

鈴木啓之教授

高知

2016年11月29日 [聞く]第7回高知音棟ウィンドオーケストラ 室内楽・吹奏楽定期演奏会 器楽研究室

高知

2016年11月29日 続いきものがかりより ムラサキヤドリエビ

町田吉彦名誉教授

高知

2016年11月28日 科学の不思議 ドキドキ体感 高知大に親子連れら

高知大学

朝日

高知大―室戸岬 90キロ夜通し「貫歩」 500人が汗 車いすでの挑戦
高知大学
も

毎日

2016年11月28日

2016年11月28日 [文化消息]高知ペンクラブ賞に詩人の小松弘愛さん

教育学部卒業生 小松弘愛さん

高知

2016年11月27日 防災「公立大の輪」構想 単位相互認定共通テキスト

高知大学

産経

2016年11月26日 第19回「青少年のための科学の祭典」高知大会

高知大学

高知

2016年11月26日 室戸目指し夜通し90キロ 高知大「貫歩」スタート

高知大学

高知夕刊

2016年11月26日 W・L・B県内企業も 仕事と家庭 うまく両立

教育学部 森田美佐准教授

高知夕刊

2016年11月26日

高知県医師会 県民健康フォーラム2016 リウマチは治せる病気に～ 医学部内分泌代謝・腎臓内科・リウマチセンター 谷口義典助教
チーム医療の現場から～
医学部整形外科・リウマチセンター 岡上裕介助教

高知

2016年11月25日 54施策に成果指標 高知市総合計画 審議会が改定案

受田浩之副学長

高知

2016年11月25日 旧中山小中の活用議論 安田町 検討委が初会合

高知大学

高知

2016年11月25日 [高知大学医学部健康よろず相談]肺ＮＴＭ症注意点は

医学部附属病院 血液・呼吸器内科 大西広志講師

高知

2016年11月24日 地方の国立大 教員雇用に寒風

高知大学

朝日

2016年11月24日 第43回高知レックリングハウゼン病友の会交流会

医学部附属病院臨床遺伝診療部 遺伝カウンセラー 田代真理さ
ん

高知

2016年11月23日 沖縄問題 高知大生が報告 高知市でシンポ「抗議の背景考えて」

高知大学学生団体「橋人」

高知

2016年11月22日

移住、協力隊活用を議論＝金沢で全国市長村長サミット―総務省・石
地域連携推進センター 受田浩之センター長
川県

時事通信
iJAMP

2016年11月22日 卓球全日本カデット 浜田（附属中）13歳以下単Ｖ

教育学部附属中学校 浜田一輝さん

高知

2016年11月22日 続いきものがかりより イシガニ

町田吉彦名誉教授

高知

2016年11月22日 モンゴル教員 山田高訪問

教育学部

高知

教育学部 鹿嶋真弓准教授

高知

医学部附属病院リハビリテーション部 小川真輝理学療法士

毎日

高知大学

高知

2016年11月21日 「お城下」連携 8文化施設、情報発信へネット結成

川本真浩准教授

毎日

2016年11月20日 第19回「青少年のための科学の祭典」高知大会

高知大学

高知

2016年11月20日 合唱コンクール全国大会 高知大に銅賞 「練習したこと出せた」

高知大学合唱団

朝日

2016年11月19日 高知大が新奨学金 給付型、年30万円を支給

高知大学

毎日

2016年11月18日 ＭＩＥ 教育にマジックを タネも仕掛けもある笑顔

高知大学卒業生 前田真孝さん

高知

2016年11月18日 柚子収穫に助っ人 馬路に高知大サッカー部 秋 点描

高知大学サッカー部
川田 尚弘監督

朝日

2016年11月18日 レック病友の会 来月4日交流会 高知市

医学部附属病院遺伝カウンセラー

高知

2016年11月22日

いの町 教育改革半年 "菊地学園"子どもの心育む
学級運営法伝授 認知度向上が課題

2016年11月22日 [四国健康ナビ]身体機能低下防ぐ運動を
2016年11月22日

2016年11月17日

高知大学理工学部キックオフシンポジウム「2017年4月理工学部誕
生！」

やんばるの昆虫写真紹介 23日まで高知市「草の家」
沖縄ヘリパッド影響懸念

高知大学生グループ「橋人」

高知夕刊

2016年11月17日 佐川町で19日「酒蔵ロード劇場」 白壁 影絵で彩る

高知大学学生

2016年11月17日 [遠境近況]感動持ち帰る映像を 映像配信サービス会社勤務

高知大学卒業生 西内万貴さん

高知夕刊

2016年11月16日 高知大で音楽学ぶ 学生グループ定演 来月4日 県民文化ホール

教育学部生涯教育課程芸術文化コース

高知夕刊

2016年11月16日 地域連携組織の連絡会100回達成

地域連携推進センター

日経

高知大学

高知

人文学部3年 植田健太さん

毎日

2016年11月16日

高知大学理工学部キックオフシンポジウム「2017年4月理工学部誕
生！」

2016年11月16日 [おきゃくトーク]「室戸貫歩」を運営する高知大空手道部主将

高知

新聞で報道された高知大学
日 付

記

事

2016年11月16日 ユズ収穫で馬路に貢献 高知大サッカー部 支援に恩返し
2016年11月16日 馬上の妙技楽しむ 高岡神社大祭で流鏑馬 四万十町

掲載された部局・関係者
高知大学サッカー部
川田 尚弘監督
人文社会科学部考古学ゼミ生
4年 藤本彗昌さん

新聞社名
高知
高知

2016年11月16日 スポチャン世界選手権日本Ｖに貢献

高知大学生 加藤広也さん 沢田真帆さん

高知

2016年11月15日 中芸の魅力 物語に紡げ "官民学"知恵絞り申請模索

高知大学
赤池特任講師

高知

2016年11月15日 [土佐あちこち] 学生スパイス

地域協働学部生

高知

2016年11月15日 お城下文化施設連携しイベント

川本真浩准教授

高知

2016年11月15日 続いきものがかりより ムラサキインコ

町田吉彦名誉教授

高知

2016年11月15日 宿毛にアオタテハモドキ 東南アジア生息のチョウ

農林海洋科学部 荒川良教授

高知

高知大学教育学部特設美術工芸課程卒業生 浪越篤彦さん

高知

2016年11月13日 無党派投票で政治変わる 高知市 早大・田中教授が講演

人文社会科学部社会科学コース

高知

2016年11月13日 明るい村 次世代に ふれあい高新in日高村

高知大学卒業生 戸梶利夫さん

高知

2016年11月11日 [高知大学医学部健康よろず相談] 顔面麻痺後、右目に違和感

医学部附属病院 脳神経外科 中城登仁准教授

高知

2016年11月11日 棚田に温かな彩り 仁淀川町長者地区 キャンドルナイト盛況

地域協働学部生

高知

教育学部 鹿嶋真弓准教授

高知

2016年11月11日 銅鐸と銅矛混在の特異地 弥生期の高知平野を探る

宮里修講師

高知

2016年11月11日 黒潮の流れの謎迫る 国際研究チーム調査

海洋コア総合研究センター 池原実教授

読売

高知大学

高知

2016年11月11日 高知大 学生に奨学金 基金設置1000万円目標 寄附募る

高知大学

読売

2016年11月11日 高知大が給付型奨学金 基金設置し30人に年30万円

高知大学

朝日

2016年11月15日

2016年11月11日

2016年11月11日

2016年11月10日

音楽テーマの抽象画16点
浪越篤彦（高知市）が個展

方丈の記 編集委員回し書きその117 教育の新実践 土佐で完成
高知大・鹿嶋准教授 小中現場と協働

学生奨学金30人に各30万円
高知大 企業などに寄附募る

太古の黒潮大蛇行探れ 高知大など 海底の堆積物採取 研究船あ
す出航

海洋コア総合研究センター 池原実教授

高知夕刊

2016年11月10日 村の魅力伝えたい 女子大生サークル ＰＲに大活躍

女子学生サークル「あだたん」
高知大学3年生 藤山美薫さん

高知

2016年11月10日 黒潮大蛇行「謎」迫る 高知大 池原教授研究チーム

海洋コア総合研究センター 池原実教授

毎日

2016年11月10日 [投稿]中内先生との思い出

中内光昭元高知大学長

高知

2016年11月10日 「予想外」「政策未知数」トランプ氏勝利 県内驚きの声

遠藤晶久講師

高知

2016年11月9日

ジャズ定番曲楽しんで 喫茶「木馬」高知市 拠点ベテラン

高知医科大学卒業 高崎元宏さん

高知夕刊

2016年11月9日

米大統領選 きょう開幕 本件への影響は・・・

人文社会科学部 岩佐和幸教授

高知夕刊

2016年11月8日

研究の現場から 長宗我部氏の実像に迫る

人文社会科学部 津野倫明教授

毎日

2016年11月8日

ジビエフェスでイノシシ丸焼き

地域協働学部学生

朝日

2016年11月8日

続いきものがかりより ワニゴチ

町田吉彦名誉教授

高知

2016年11月8日

南国市 集落維持に意欲 調整区域の規制緩和

高知大学

高知

2016年11月8日

元気な地域づくりを 村木厚子さん 高知大で講演

高知大学

読売

2016年11月7日

「地震、正しく理解を」南海トラフ研究岡村特任教授
減災学ぶ講演会

防災推進センター 岡村眞特任教授

2016年11月7日

ジビエＧＰに猪鹿工房 大豊町 フェスタに1300人

地域協働学部学生

高知

2016年11月7日

高知音楽コン 下八川賞2位 入来田さん（オーボエ）

高知大学3年 入来田莉子さん

高知

2016年11月6日

津波備え 世界、世代超え 避難訓練やシンポ

2016年11月6日

「世界津波の日」高知で総合訓練 留学生もタワー避難・ヘリ・船舶で
救助

高知大学留学生
アイメ・ファチラ・マハラニさん
高知大学留学生
農学部 マリア・ウルファさん

2016年11月6日

ジビエグルメフェス開催 大豊できょう

地域協働学部学生

毎日

2016年11月6日

病院の実力 高知編105 乳がん

医学部附属病院

読売

2016年11月5日

経済苦 高知大生に奨学金 返済不要 大学が基金 寄附募集

高知大学

高知

2016年11月4日

高知大がスポーツ教室 小学生対象あすから

高知大学

高知

2016年11月4日

選挙に関心持とう 県選管 高知大で啓発行事

高知大学

高知

2016年11月4日

四国森林管理局 高知大学新協定 全学に拡大

高知大学

読売

大分合同

読売
朝日

新聞で報道された高知大学
日 付

記

事

掲載された部局・関係者

新聞社名

2016年11月4日

大豊町でジビエ１ＧＰ 高知大生が企画

地域協働学部学生

高知

2016年11月3日

香美森林組合 作業道改良で林業効率化

高知大学

高知

2016年11月3日

いのぐ31 第4部 地震研究最前線③ 3連動の確率「7割」

岡村眞特任教授 松岡裕美准教授

高知

2016年11月3日

秋の叙勲

梅原純一名誉教授、 瀬戸口重利名誉教授

産経

2016年11月3日

秋の叙勲

梅原純一名誉教授、 瀬戸口重利名誉教授

読売

2016年11月3日

瑞宝中綬章 高知大学名誉教授 瀬戸口重利さん

瀬戸口重利さん

高知

2016年11月3日

秋の叙勲 輝く受章者

梅原純一名誉教授、 瀬戸口重利名誉教授

高知

2016年11月2日

仁淀川で5日棚田キャンドル

地域協働学部学生

高知

2016年11月2日

ジビエ料理大豊でいかが 6日四国フェスタ

地域協働学部学生

読売

2016年11月2日

物部キャンパス1日公開

高知大学

高知

2016年11月2日

紺碧の空に消えたいのち～木村久夫没後70年記念展示～

高知大学

高知

2016年11月2日

発達障害支援へ協力 スウェーデンの大学 県と協定更新

高知大学

高知

2016年11月1日

続いきものがかりより マンジュウヒトデ

町田吉彦名誉教授

高知

2016年11月1日

紺碧の空に消えたいのち～木村久夫没後70年記念展示～

高知大学

高知

2016年11月1日

学徒兵の蔵書など30点公開 没後70年で母校・高知大

高知大学

毎日

2016年11月1日

連携都市圏 県「単独支援も検討」 高知市ビジョン策定へ懇談会

受田浩之副学長

高知

